
GOD WITH US 
 Part 8: JESUS 

Message 19 – Restorer of Life; Anointed for DEATH 

 John 11 & 12 

神は我らと共に 

パート８：イエス 

第１９メッセージ－いのちを修復してくださるお方； 死に備えて油を注がれたお方 

ヨハネの福音書第１１，１２章 

 

 

はじめに 

 これまでのところヨハネは、イエスの７つの「わたしはある」と

いう声明の内の４つ、「わたしは命のパンである。」「わたしは世

の光である。」、「わたしは門である。」、「わたしは善き羊飼い

である。」を記した。そして、イエスの公的伝導が結論に近く第１

１章と第１２章で、５つ目の声明と合わせて、それを証明するため

の偉大な奇跡について記す。イエスは復活であり、命（死を打ち破

り、人々に永遠の命を与えるために、神によって任命された者）で

あると主張される。イエスの最愛の友、ラザロを死から復活させる

ことによって、この主張を証明される。このクライマックスである

奇跡は、過越祭のためのイエスのエルサレムへの最終入国のわずか

数週間前に起こり、大勢の人々をエルサレムへのイエスの到着を歓

迎するように促した。実際イエスがロバに乗って、エルサレムに入

って来られ（「勝利の入城」）、群衆がイエスのために賛美を捧げ

ていたとき、ラザロは、イエスのすぐ傍らにいた：「ダビデの息子

よ、今、私たちをお救いください‼」宗教指導者たちは、イエスの人

気を非常に不愉快に思ったので、イエスとその友ラザロを死に追い

やる方法を見つける最終決定を下した。 

 

ラザロの死：１１：１－１６ 

 イエスは、ラザロとその二人の姉妹、マルタとマリアとは

とても親しい仲であった。イエスとこの三人の間には、いく

つかの対話が見られる。特にイエスの人生の最後の週に、彼

らは重要な役割を果たした。彼らは、エルサレムから、わず

か３．２㎞の所にあるベタニヤに住んでいた。  

 マルタとマリアは、ラザロが病気であることを知らせるた

めに、イエスに使いを送った。 イエスは、ラザロの状態の裏

に特別な目的があると答えられた。 

 イエスはそれを聞いて言われた、「この病気は死ぬほどの

ものではない。それは神の栄光のため、また、神の子がそれ

によって栄光を受けるためのものである」。（１１：４） 

 イエスは、ベタニアへ向かう２０マイルの旅を二日間遅延

された。 （エルサレムの宗教指導者たちとの接触を避けるために、彼は当時ヨル

ダン川の向こう側にとどまっておられた。）その間、ラザロは死んで葬ら

れた。 イエスが弟子たちにユダヤに行かなければならないと

告げられたとき、パリサイ人らがつい最近、イエスを死に至

らせようとしたばかりであったので、反対した。 そこで、 

イエスは、ベタ二アへの旅に関する意図を明確にされた。 

 そう言われたが、それからまた、彼らに言われた、「わた

したちの友ラザロが眠っている。わたしは彼を起しに行

く」。すると弟子たちは言った、「主よ、眠っているのでし

たら、助かるでしょう」。イエスはラザロが死んだことを言

われたのであるが、弟子たちは、眠って休んでいることをさ

して言われたのだと思った。するとイエスは、あからさまに

彼らに言われた、「ラザロは死んだのだ。そして、わたしが

そこにいあわせなかったことを、あなたがたのために喜ぶ。

それは、あなたがたが信じるようになるためである。では、

彼のところに行こう」。 （１１：１－１５） 



 イエスは、ラザロを３年間の公的伝導の奇跡のクライマッ

クスとして、死から復活させるつもりであった。 弟子の一人

であり、実用主義者である弟子であり、その中でも実用主義

のトマスは、やや冷ややかな口調で懸念を表明した： 

 するとデドモと呼ばれているトマスが、仲間の弟子たちに

言った、「わたしたちも行って、先生と一緒に死のうではな

いか」。（１１：６） 

（トマスが「懐疑的」または「合理的」になる傾向については、ヨハネの福音書第 

１４章５節、および第２０章２４－２８節も参照。彼は常識的な弟子であるがため、

信仰の目で見ることが困難なことがあった。） 

 「摂理」は「神の導き、または保護」と定義することが出来る。

全ては偶然ではなく、神が私たちの生活の出来事を支配しておられ

ることを意味する。 この様に、意味をなさない様なことでさえ、私

たちの人生における神の摂理であり、ご計画の一部である。 ラザロ

の病気とそれに続く死は、弟子たちやラザロの姉妹にとっては、ほ

とんど意味をなさない様であった。 しかし、イエスは、悲しくて紛

らわしい出来事の背後にある神のご計画を見られた。 ラザロの死に

よって、神が栄光を受けらるでしょう。 使徒パウロはこの様にして

神の摂理の教義を述べている。「神は、神を愛する者たち、すなわ

ち、ご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となる

ようにして下さることを、わたしたちは知っている。（ローマ８：

２８）」人生のあらゆる状況が「良い」とは限らないが、神はあら

ゆる状況を、悪い状況をも含めて取り上げ、それらを一緒にして良

い方向に導くことがお出来になる。摂理とは、神が酸っぱいレモン

を用いて、美味しいレモネードを作られるのと同じである！ 

 

マルタ、イエスに会いに行く：１１：１７－２７ 

 マルタは、ベタニアに着かれたイエスに会いに出て行き、

イエスが早く来て下さらなかったことへの失望を打ち明けた。 

そこでイエスは、５つ目の「わたしはある。」を宣言された。 

 マルタはイエスに言った、「主よ、もしあなたがここにい

て下さったなら、わたしの兄弟は死ななかったでしょう。し

かし、あなたがどんなことをお願いになっても、神はかなえ

て下さることを、わたしは今でも存じています」。イエスは

マルタに言われた、「あなたの兄弟はよみがえるであろ

う」。マルタは言った、「終りの日のよみがえりの時よみが

えることは、存じています」。イエスは彼女に言われた、

「わたしはよみがえりであり、命である。わたしを信じる者

は、たとい死んでも生きる。また、生きていて、わたしを信

じる者は、いつまでも死なない。あなたはこれを信じる

か」。 マルタはイエスに言った、「主よ、信じます。あなた

がこの世にきたるべきキリスト、神の御子であると信じてお

ります」。（１１：２１－２７） 

 マルタは、キリストであり、人であられるお方を信じると

いう自身の「善い告白」をした。 彼女は、イエスが将来の復

活において、兄弟を死からよみがえらせるであろうと信じて

いたが、その場で、ラザロを死からよみがえらせようとして

おられたなどと思いもしなかった。 

 

マルタの見解（シャーリーによる） 

 マルタは、イエスの生涯と宣教の物語りの中で、何度か登

場する。 彼女はおもてなしの賜物で知られていた。イエス様

とその弟子たちがその地域におられる時は、いつも 、その心

と家を開放することによって愛と献身を示した。 

  私は、マルタの心に感動した。たとえそれが努力を強いる

ことであるとしても、イエスがリラックスするための安全な

場所を提供した。イエスとその１２人の弟子たちに、食糧を

買い、調理し、仕えることは容易ではなかったはずである。 



マルタの兄弟であるラザロも含めて、合計１４人の男たちで

ある。 決して簡単な作業ではない。 

 今日でも、誰かの家にお邪魔することは、リラックスして繋がる

ための最も親密な方法の一つである。 しかし、「おもてなし」は

「娯楽」と同じではないことを覚えておく必要がある。娯楽は、正

式なイベントではないでしょうか。 おもてなしはさほど正式ではな

い。 家は「住む」ことが可能で、食事は「持ち帰り」さえすること

が可能である。それは人々が対等に立ち、共に自由に思い出を作る

ことが出来る暖かい心地よい精神である。 

 マルタは、これまでに誰も見せたことがないレベルで、イ

エスと快適なレベルで心を開放した。ルカの福音書１０章で

は、イエスとその弟子たちがマルタの家を訪れた。イエスは

彼らに話をしておられた。そして、マルタの姉妹であるマリ

アは、マルタをおいてイエスとの会話に没頭していった。マ

ルタは、忙しく準備と接待を続けた、そして、マルタの姉妹

マリアが手伝っていないことに対するいら立ちは徐々に高ま

っていき、最終的にイエスのお話を中断させて言った「主

よ、妹がわたしだけに接待をさせているのを、なんともお思

いになりませんか。わたしの手伝いをするように妹におっし

ゃってください」（ルカ１０：４０）。マルタはイエスの動

機に異議を申し立てた。 

  

 私たちは皆、マルタの正直さに学ばされるべきである！イ

エスはマルタに、非常な愛と優しさをもって答えられた。主

は答えて言われた、「マルタよ、マルタよ、あなたは多くの

ことに心を配って思いわずらっている。しかし、無くてなら

ぬものは多くはない。いや、一つだけである。マリヤはその

良い方を選んだのだ。そしてそれは、彼女から取り去っては

ならないものである」（ルカ１０：４１，４２）。ここでの

問題は、勤勉な女性としてのマルタの価値についてではなく、

マルタがイエスを尊重することについてであった。イエスの

この訪問の目的は、ご自身についてもっと教えられることで

あった。マルタがイエスと一緒の時間を逃すことを望んでお

られなかったと同時に、時間を割いて聞き入っていたマリア

を非難なさることも望まれなかった。明らかに、時間通りに

夕食を食べることはイエスの主な関心事ではなかった。 

 イエスに対し、非常に正直であるマルタの勇気を賞賛する！ 神

は、私たちが心の奥底でどの様に感じているかを知っておられる、

そして正直に打ち明けることを望んでおられる。 たとえそれが理解

出来なかったり、公正であるとは思われないときでも、それについ

て祈りのうちに、彼と話をすることを願っておられる。 必要とする

ならば、イエスは優しく私たちを直して下さる。 

 その一場面だけが私たちが知るマルタについてのすべてで

あったとしたら、彼女に対してやや否定的な見方をするかも

しれない。しかし、ラザロ、マルタ、マリアの姉弟の復活の

物語のヨハネの福音書の記録によって、マルタについて更に

多くのことが明らかにされている。 

 ヨハネの福音書第１１章の初めのところで、マルタは３人

の兄弟の中で一番先に記されていた。ヨハネは、次のように

記している「イエスは、マルタとその姉妹、そしてラザロを

愛しておられた」（１１：３）。姉妹たちは、その兄弟「彼が愛

した人」ラザロが病気であることをイエスに伝えるために使

者を送った。混乱させられるメッセージがイエスから戻って

きた。「この病気は死ぬほどのものではない。」（１１：４a）。

「神の栄光のため、また、神の子がそれによって栄光を受け

るためのものである」（１１：４b）というイエスの深い意味

を理解したのは、後になってからである。 



 イエスがようやくベタニアの入り口に近づかれたとき、最

初に会いに出かけたのはマルタであったことが記されている

のが興味深い。二人の親密な会話は、マルタの真の強さを明

らかにしている： 

１）彼女は再び正直に、イエスに失望を表明した。「主よ、

もしあなたがここにいて下さったなら、わたしの兄弟は死な

なかったでしょう。」（１１：２１）しかし、今回は、彼女の失

望の真っ只中に、深い信仰を表明した。「しかし、あなたが

どんなことをお願いになっても、神はかなえて下さること

を、わたしは今でも存じています」。（１１：２２）。 

 ２）イエスはラザロは再び起き上がると彼女に言った。マル

タは、ほとんどの人には理解されていない「最終的な復活」

についての彼女の信念を確認した。その日、イエスが兄弟を

死から復活させられることは期待もしていなかった。 

 

３）イエスはご自身が「復活であり命」であるとマルタに言

われた。「あなたはこれを信じるか？」とお尋ねになられ

た。彼女は、理解していなかったが、その答えは目覚ましか

った：「主よ、信じます。あなたがこの世にきたるべきキリ

スト、神の御子であると信じております」（１１：２７）。マル

マルタは、ペテロが福音の物語の最初の方で同様の告白をし

た後に、この「偉大なる告白」をする唯一の人物であった（マ

タイ１６：１６）。  

４）マルタの信仰は固かった。イエスの神性を世にやってく

ると預言されていた「キリスト（メシア）」と真に理解していた

ほんのわずかの人たちのうちの一人であった。 

 要約すると、マルタは私に教えてくれた – 自分の気持ちや

疑問について、キリストと正直に向き合うことを。イエスに

は十分に受け止めることがお出来になる！マルタの人生で奇

跡をおこなわれた様に、今日も私たちの人生で奇跡を起こす

ことがお出来になると信頼します。 

 

マリア、イエスに会いに行く：１１：２８－３５ 

 マリヤは、イエスのおられる所に行ってお目にかかり、そ

の足もとにひれ伏して言った、「主よ、もしあなたがここに

いて下さったなら、わたしの兄弟は死ななかったでしょ

う」。イエスは、彼女が泣き、また、彼女と一緒にきたユダ

ヤ人たちも泣いているのをごらんになり、激しく感動し、ま

た心を騒がせ、そして言われた、「彼をどこに置いたの

か」。彼らはイエスに言った、「主よ、きて、ごらん下さ

い」。イエスは涙を流された。するとユダヤ人たちは言っ

た、「ああ、なんと彼を愛しておられたことか」。 

（１１：３２－３６） 

 マリアが福音の物語に現れるたびに、彼女はイエスの足元

にひれ伏している。 ここで、イエスは愛する友にのしかかっ

た罪と死の影響をご覧になって感情的になられた。 

 ギリシア人は、神の性質の一つは Apatheia（感情の欠如 ） であると

信じていた。 神は、私たちと感情的に関わってこられなかった。 私

たちの様に、後ろ向きな感情に動かされることはない。 それでも、

ヨハネによるイエスの肖像画は、私たちに非常に異なる何かを見せ

ている。 イエスは愛や悲しみを含む深い感情を抱かれた。 イエスは

ラザロの死を取り巻く悲しみに涙を流された。 その後間もなく、ご

自身に近づいている死について考えられた時、深く悩まれた（ヨハネ

１２：２７）。 ギリシャ人は、神はアパテア(Apathea)であると言った。 

キリスト教は、神はシンパテア(Sympatheia) - 私たちと「一緒に共感さ

れる」ことがお出来になるという考えに遭遇した。 ヘブル人への手

紙は、イエスは、私たちと共に、全てのことを共感して下さる大祭



司であるがゆえ、私たちに代わって適切にとりなして下さることが

お出来になると教えている。あなたがどんなことを体験しておられ

る時も、イエス様は全てをご存知であると知ることは 、素晴らしい

ことではないでしょうか？（イエスの感情についての他の例は、ルカ１９：４

１，２２：４４、マタイ２３：３７、マルコ１０：２１を参照） 

 

イエス、ラザロを死から復活させられる：１１：３７－４４ 

人々の心の内の疑問は同じであった： 

 しかし、彼らのある人たちは言った、「あの盲人の目をあ

けたこの人でも、ラザロを死なせないようには、できなかっ

たのか」。（１１：３７） 

 なぜイエスは涙を流されたのでしょうか？ なぜラザロが死

ぬのを防がれなかったのでしょうか。 イエスが死を防ぐため

に奇跡の力を用いられなかったことについては、誰もががっ

かりした様である。 イエスがラザロの死をより大きな奇跡の

ために、死をも打ち負かされるために、お許しになられたこ

とを誰も知らなかった！ 墓の入り口の石を取りのけなさいと

いうイエスの命令に対するマルタの反応から、マルタでさえ

イエスの意図を理解していなかった様子がわかる。 

  イエスはまた激しく感動して、墓にはいられた。それは洞

穴であって、そこに石がはめてあった。 イエスは言われた、

「石を取りのけなさい」。死んだラザロの姉妹マルタが言っ

た、「主よ、もう臭くなっております。四日もたっています

から」。 イエスは彼女に言われた、「もし信じるなら神の栄

光を見るであろうと、あなたに言ったではないか」。 人々は

石を取りのけた。（１１：３８－４１） 

 石を取りのけることは信仰を要する行為であった。 マルタ

は、ラザロの死がすべての人にとって「神の栄光」を見る機

会になるというイエスの以前の約束を思い出した（１１：４， 

１１：４０）。 神のご栄光の教えはこの奇跡物語を助長する。 

 すると、イエスは目を天にむけて言われた、「父よ、わたし

の願いをお聞き下さったことを感謝します。あなたがいつで

もわたしの願いを聞きいれて下さることを、よく知っていま

す。しかし、こう申しますのは、そばに立っている人々に、

あなたがわたしをつかわされたことを、信じさせるためであ

ります」。こう言いながら、大声で「ラザロよ、出てきなさ

い」と呼ばわれた。すると、死人は手足を布でまかれ、顔も

顔おおいで包まれたまま、出てきた。イエスは人々に言われ

た、「彼をほどいてやって、帰らせなさい」。  

（１１：４１－４４） 

 言葉遣いに注目しましょう。「ラザロが出て来た」と言っ

ているのではなく、「死者が出て来た！」 むしろ、４日前に

死んだ人が墓から出てきたという驚くべき事実を強調してい

る。 イエスは「わたしはある」という声明を証明された。

「わたしはよみがえりであり、命である。わたしを信じる者

は、たとい死んでも生きる。」（１１：２５）。 

 

イエスを殺す計画：１１：４５－５７ 

 宗教指導者たちは、これまでに十分のことを目撃してきた。 

その上で、議会を召集し、イエスを死に追いやらなければな

らないと決心した。 

 そこで、祭司長たちとパリサイ人たちとは、議会を召集し

て言った、「この人が多くのしるしを行っているのに、お互



は何をしているのだ。もしこのままにしておけば、みんなが

彼を信じるようになるだろう。そのうえ、ローマ人がやって

きて、わたしたちの土地も人民も奪ってしまうであろう」。

彼らはこの日からイエスを殺そうと相談した。 

（１１：４７，４８，５３） 

 宗教指導者らの意図を知っておられるイエスは、弟子たち

と共に荒野へと撤退された。 イエスは、エルサレムでの過ぎ

越しの祭まで、群集の中に姿を現されるのを待たれた。指導

者たちは、イエスの奇跡的な働きの力の証拠隠滅のために、

ラザロも死ななければならないと判断した。 

 

マリア、イエスに香油を注ぐ：１２：１－１１ 

 過越の祭の六日まえに、イエスはベタニヤに行かれた。そ

こは、イエスが死人の中からよみがえらせたラザロのいた所

である。イエスのためにそこで夕食の用意がされ、マルタは

給仕をしていた。イエスと一緒に食卓についていた者のうち

に、ラザロも加わっていた。その時、マリヤは高価で純粋な

ナルドの香油一斤を持ってきて、イエスの足にぬり、自分の

髪の毛でそれをふいた。すると、香油のかおりが家にいっぱ

いになった。弟子のひとりで、イエスを裏切ろうとしていた

イスカリオテのユダが言った、「なぜこの香油を三百デナリ

に売って、貧しい人たちに、施さなかったのか」。彼がこう

言ったのは、貧しい人たちに対する思いやりがあったからで

はなく、自分が盗人であり、財布を預かっていて、その中身

をごまかしていたからであった。イエスは言われた、「この

女のするままにさせておきなさい。わたしの葬りの日のため

に、それをとっておいたのだから。貧しい人たちはいつもあ

なたがたと共にいるが、わたしはいつも共にいるわけではな

い」。（１２：１－８） 

マリアについての見解（シャーリーによる） 

 マルタとラザロの姉妹であるマリアは、イエスの生涯にお

ける、もう一つの重要人物である。マリアは福音の物語の中

に３度登場し、その度にイエスの足もとにひれ伏している。 
（注：このマリアは、パリサイ人、シモンの家に入ってきて、イエスの寛大な愛と赦

しを受け、涙でイエスの足を洗ったガリラヤの「罪深い女」と混同しないよう注意し

ましょう。参照:ルカ７：３６－３９） 

 

 一度目は、彼女の家でイエスの足元にひれ伏し、イエスの

話に聞き入っていました（ルカ１０：３９）。 ２度目は、ラザロの

死後、マルタがマリアをイエスに会いに連れて行ったときで

ある。マリアは、泣きながらイエスの足もとにひれ伏した（ヨ

ハネ１１：３２）。友、ラザロの死について、イエスの心を動か

し、涙を流させたきっかけは、マリアの感情（彼女に共感された）

であった。マリアは、マルタがイエスに言った通りの失望を

イエスに繰り返した： 「主よ、あなたがここにおられたな

ら、私の兄弟は死ななかったでしょう。」イエスはマルタ（と

マリア）に、最初のメッセージを思い出させた：「あなたが信

じるなら、あなたは神の栄光を見るであろう、とあなたに言

いませんでしたか？」。姉妹は、信じていた。イエスへの彼

女たちの信仰は、この信じられないほどの奇跡に貢献した。 

 しかし、マリアの３度目の登場は、永遠のための自分の遺

産を定義したものであった。この出来事は過越の祭りとイエ

スの死の６日前に彼女らの家で起こった。再び、マルタはイ

エスと１２弟子たち、とラザロのために給仕していました（不

平を言うことなく）。マリアは来て、イエスの足元にひざまずき、

非常に高価な香油をイエスの足に注いだ（マタイとマルコは、更に

「彼の頭の上に」も注いだと記している）。マリアはイエスに油を注いだ

とき、全身全霊にイエスを礼拝した。彼女は長い髪を下ろし、



愛を込めて彼の足を拭いた。ヨハネは、家全体が香水の香り

で満たされたと述べた。 

 悲しいことに、イスカリオテのユダは、イエスに香水を一

瓶全部注ぎ切った行為について、１年分の稼ぎを無駄にした

とマリアを叱責し始めた。他の弟子たちも皆、彼女を厳しく

叱った（マルコ１４：５）。 

 イエスは直ちに介入され、彼女の贅沢な崇拝行為を弁護さ

れ、弟子たちに「彼女のするままにさせておきなさい。」と告

げられた。そして、また、「全世界のどこででも、福音が宣

べ伝えられる所では、この女のした事も記念として語られる

であろう」。（マルコ１４：９）。） 

 女性のみなさん、男性がさげすんで、または荒々しくものを言う

とき、マリアを思い出しましょう。イエスが彼女の防衛に来てくださ

ったことを覚えておいて下さい。 イエス様がどれほど女性を理解し

ておられたかを実感したことで、大きな安心感が得られた。マルタ

もマリアも、イエス様に実際に出会った、実在した人物である。 彼

女らの物語は、イエス様を追いかけ続けるように私を動機づける。 

追加の注釈：マルタとマリアの対比：マルタは外交的で、メ

マリアは内向的であった。 マルタは奉仕を通して愛を示しま

した。マリアは 沈思を通して愛を示した。 マルタの言葉はた

くさん記録された。 マリアの言葉は少なかった。 二人の姉妹

は、それぞれ違う方法でイエスを愛していた。 

 独身であることは祝福になることが可能である！ ３人の兄

弟姉妹全員が結婚していなかった様である。 ですから、彼ら

は多くの独特な方法で、イエスとその弟子たちに仕えること

が出来た。 パウロは独身で、より自由に主に仕えることが出

来たという美徳を主張している（参照：１コリント７：３２－３５）。 

 

ヨハネの成長する緊張の要約：１２：９－１１ 

 大ぜいのユダヤ人たちが、そこにイエスのおられるのを知

って、押しよせてきた。それはイエスに会うためだけではな

く、イエスが死人のなかから、よみがえらせたラザロを見る

ためでもあった。そこで祭司長たちは、ラザロも殺そうと相

談した。それは、ラザロのことで、多くのユダヤ人が彼らを

離れ去って、イエスを信じるに至ったからである。 

（１２：９－１１） 

 ラザロの死からの復活の奇跡の結果、ラザロとイエスは共

に大きな注目を集めた。過越祭が間もなく始まろうとしてい

た。何万人ものユダヤ人巡礼者がこの地域に集まっていた。

これらの群衆は、おそらく遠方でイエスについて聞いたに違

いない。そして、奇跡を行われたお方に直接会い、個人的に

親密になる機会ががそこにあった。彼らがイエスの「勝利の

入城」（次にヨハネの福音書に記されている）の際、イエスをエルサレ

ムに迎え入れた群衆の一部となる。 

討論のための質問 

１．イエス様は、ラザロが死ぬ前に癒されなかったという事実は、マルタとマリアに

とって大きな失望であった。今あなたの人生に、神が不在で働いて下さっていないと

感じられる側面がありますか？ 

２．イエス様は、これらの出来事の背後には、もっと大きな目的があることを明らか

にされた（そして彼が来ることを遅延される）：神の栄光。これまで最終的に神の栄

光とほど遠い失望の様に見える状況をされましたか？ 

 ３．マルタの性格のどの面があなたにとって最も際立っていますか？あなたも彼女に

似たところがありますか？ 

 ４．マリアの性格のどの側面があなたにとって最も際立ちますか？彼女に似たところ

がありますか？ 

５．あなたはイエスへの献身、「とてつもない」神への愛と献身に対して批判された

ことがありますか？状況と対応を説明して下さい。 


